
　今年も10月１日から３か月間にわたり、全国一斉に赤い羽根共同
募金運動が始まります。
　この運動は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう「じぶんの町をよくするしくみ。」として取り組んでおり、地
域福祉の充実・強化を財政面で支える大きな力となっております。
　河内長野地区募金会では、目標額を6,700,000円と設定し、戸別
募金・法人募金・学校募金・街頭募金・関係機関募金活動
を実施します。
　今年度も昨年同様コロナ禍ではありますが、地
域で支え合い、つながりづくりの活動は必要不可
欠であることから「つながりをたやさない社会
づくり」を全国共通のテーマとして、地域福祉
活動のために募金活動を実施します。
　お寄せいただいた募金は、大阪府共同募金会
を経て翌年に福祉施設や事業所、社協などに配分
され活用されるほか、災害時の備えのために使われ
ております。
　今年も皆様のご協力をお願いします。

種　別 実績額（円）

戸 別 募 金 2,322,287
法 人 募 金 1,061,749
学 校 募 金 332,076
街 頭 募 金 7,990
関 係 機 関 募 金 914,672
そ の 他 募 金
（ハートフルベンダー） 2,288

合　　　計 4,641,062

昨年度の実績昨年度の実績

　昨年度、皆様からご協力いただいた募金の実績は4,641,062円でし
た。ご協力ありがとうございました。また、令和４年度配分金として、
so-youワークス（障がい者就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所）に送迎
用福祉車両購入費として1,888,000円助成されているほか、当社協へ
3,222,037円助成され、配分金は下記の事業に活用されています。
●地区（校区）福祉委員会事業への助成
●心配ごと相談事業
●スロープ付き自動車の貸出し事業
●地域の福祉活動を知っていただくための広報活動

今年度の配分金

※街頭募金の様子
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「赤い羽根共同募金運動」に
ご協力をお願いします
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つながりフェスタ
ボランティア体

たいけん

験プログラム

　特養あかしあは入所・短期入所
事業で定員53名の地域に密着し
た特別養護老人ホームです。
　自立して暮らすことに不安があ
るご利用者様に笑顔で人生を続け
ていただくために日常生活のお世
話をしたり、レクリエーションを
楽しんでいただいたりと心を込め

　泰昌園では入所62名・ショー
ト12名・デイ20名・配食・居宅
とサービス展開をしています。よ
り多くの方々と携わり、老後生活
での幸せに貢献できるホスピタリ
ティ事業者として運営しています。
　山間の施設のため、四季の移り
変わりを（自然の色彩を目で、草
木や花の香りを鼻で、鳥や虫の音

河内長野市社会福祉施設連絡会
加入施設紹介

社会福祉法人 恩徳福祉会
特別養護老人ホーム あかしあ
河内長野市あかしあ台2-6-15

☎ 0721-52-0333

社会福祉法人 楠黄福祉会
特別養護老人ホーム 泰昌園

河内長野市寺元928
☎ 0721-63-0171

シリーズ
その18

特別養護老人ホーム
あかしあ

特別養護老人ホーム
泰昌園

たケアをめざしています。大きな
施設ではありませんが、その分き
め細やかなサービスを提供できる
ように心掛けています。
　入居者様に対し、月１度のホー
ム喫茶なども実施しています。
　また、定員12名の認知症対応
型通所介護あかしあも運営してお
り、認知症対応型通所介護あかし
あでは機能訓練指導員を配置し、
１日でも長く在宅生活を継続して
頂くために生活リハビリに力を入
れております。

色を耳で）感じられる環境にあり
ます。
　食事に力を入れ、特別食を月２
回実施、季節を感じられるよう努
力しています。
　デイでは介護予防と身体機能維
持の観点を取り入れた静・動のレ

■■ 連絡会への思い
　施設同士での情報共有を密にし
ていき、更なる河内長野市の福祉
が発展していけたらと思います。

クリエーション（静：壁面アート・
立体作品・脳トレ・書道など、動：
家庭菜園・ストラックアウト・ボ
ウリング・カラオケなど）や運動
（口腔体操・ラジオ体操・歩行訓練・
昇降運動など）を行います。
　コロナ禍のため近年は実施して
いませんが、納涼祭では近隣の
方々を招いて屋台の食事や飲み物
を楽しんで頂いています。

■■ 連絡会への思い
　施設間で交流の場を持ち、地域
福祉力の向上ができるような協力
体制を整えたいと思います。体操の様子

　連絡会は、社会福祉施設と社協が連携し、様々な地域課題に取り組み、
地域福祉の向上や地域貢献活動に取り組むことを目的としています。

社会福祉協議会
（イズミヤ河内長野店４階）

笑顔 出会い やさしい介護笑顔 出会い やさしい介護 あなたの生活を豊かにするあなたの生活を豊かにする

社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会 〒586-0033 河内長野市喜多町 663-1　イズミヤ河内長野店 4 階内
TEL. 0721-64-9000  FAX. 0721-64-0222

正規職員 募集　①サービス管理責任者 １名　②介護福祉士 １名

試験

受験申込

資格 いずれも昭和 52 年４月２日以降に生まれた方、かつ普通運転自動車免許（AT 限定可）を持つ方で
①についてはサービス管理責任者の要件を満たす者
②については介護福祉士資格を有する者
第１次試験　令和４年 11 月 ６ 日（日）　総合適正試験及び小論文　※小論文は事前に提出
第２次試験　令和４年 11 月 20 日（日）　面接　　　　　　　　　　※第１次試験合格者のみ

令和４年 10 月３日から 11 月２日まで　※郵送可　　詳しくは、社協ホームページをご覧ください　

令和５年
１月１日

採用

　市内の市民活動団体の活動紹
介を展示したエリアでは、参加
団体の方が来場者に熱心に説明
されました。体験プログラムで
は、一緒に身体を動かしたり、
手づくりや講義から学ぶなどの
体験を通じて、ボランティアへ
関心が高まっている様子でし
た。子どもたちがイズミヤさん
ご提供のお菓子を目指してスタ
ンプラリーに励んだり、かわい
いバザー商品に迷う姿もあり賑
やかでした。

かわちながのボランティア・市民活動センターからの案内です

当日の詳細はピアセンターかわちながのホームページをご覧ください

障がいのある子どものこと障がいのある子どものこと
    一一緒に考えませんか？緒に考えませんか？
児童支援連絡会は、障がい児等の支援をする事業所（市内の放課後等デイサービス・
児童発達支援・保育所等訪問支援・相談支援の事業所等）が連携し、共に考え・支
えあうことを目指して活動しています。

同連絡会が主催する「合同説明会」（令和４年10月27日開催）では
イズミヤゆいテラスに各事業所がブースを開設し、特色や取り組み
内容を聞くことができ、また、支援に関する情報も発信します。
当日はどなたでもご参加いただけます。

事業所の紹介動画を
見ることができます

河内長野市児童支援連絡会

展示の部

市民活動編＆福祉施設編

開催しました！

８月23日（火）～28日（日）

センター公式L
ライン

INE
に登録しませんか!?
当センター主催のイベントや、
登録団体の情報などを発信して
います。

当ガイドブックは、センター内の
情報コーナー（イズミヤ河内長野
店４階）にて配架しています。

センター登録団体
ガイドブック 配布中！

簡易版
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☆一般寄付　　　計20,000円
　ハロービューティー

☆善意銀行

○現金　　　　　計115,000円
指定預託　 ▽障がい者福祉センター「あかみ

ね」へ《匿名１件》
▽ごはんやday ～チーム市町～へ
《匿名１件》

○物品

一般預託　 ▽土井畑京子・赤峯ピュアグルー
プ・匿名１件

指定預託　 ▽障がい者福祉センター「あかみ
ね」へ《岸本保子・匿名２件》

（令和４年５月～４年７月分）
（順不同・敬称略）

こ

ころ
のかけは

し
女性の電話相談（さざんかの会）

　コロナ禍で外に出てお話しできない状況下、電
話でお困りごとを少しお話ししてみませんか？　
ひとりで悩んでいませんか。気になること、聴

き
い

てほしいこと、どんなことでもお話ししてみませんか。

070－4231－4400
日時　毎週木曜日（年末年始・祝日は休み）
　　　午前11時～午後２時30分
　　　  「さざんかの会」の活動にご興味のある方は、お問合

せください。 問地域福祉課

おしゃべりコールの利用者を募集しています！

　ひとり暮らしの高齢者や高齢夫婦のご自
宅に毎週安否確認の電話をかけることで、
孤立感を和らげ安心して過ごしていただく
ことを目的とした試みです。この取り組み
はボランティア連絡会の会員が利用者へ、

電話で安否確認を兼ねて15分程度話をお聴きするものです。
定期的な電話による声かけ(安否確認)を利用希望の方は、お
問合せください。 問地域福祉課

相談無料
秘密厳守

番号非通知ご希望の方は、
184をつけておかけください

と　き　  令和４年10月21日（金）
午前10時～正午

ところ　  イズミヤゆいテラス
大多目的スペース

内　容　 ボッチャの歴史やボッチャの競技ルールに基
づき当事者と一緒に体験していただきます。

講　師　社会福祉協議会職員
定　員 24名（先着）
申し込み期間　  10月５日（水）から10月19日（水）まで

に電話かFAXで社会福祉協議会まで

と　き　  令和４年12月８日（木） 午後１時30分～３時30分
ところ　  イズミヤゆいテラス大多目的スペース
内　容　 地域活動の会議やZoom会議でのファシリテーション

（会議や研修など話し合いの場で参加者に発言を促し、
話の流れをまとめ上げ、話し合いを定められたゴール
に導くようにサポートを行う）について学びます。

講　師　株式会社ひとまち　ちょん せいこ氏
定　員 50名（先着）
申し込み期間　  11月７日（月）から11月30日（水）までに電話か

FAXで社会福祉協議会まで

会議ってどうすすめたらいいの？

ファシリテーター講習会
福祉レクリエーション講習会
ボッチャ編

社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会
〒586-0033   河内長野市喜多町663-1

イズミヤ河内長野店４階内
TEL. 0721-65-0133（代表）  FAX. 0721-65-0143

次号は
令和５年１月１日発行予定

「協賛広告」募集！
詳細は社協へ

●社協ホームページ http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/
●社協ブログ http://ksyakyou.blog90.fc2.com/
●社協ツイッター https://twitter.com/ksyakyou
●在宅福祉課 http://kawachinaganoshishakyo.or.jp/zaitaku/
●ピアセンターかわちながの http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/peer/
●障がい者福祉センター「あかみね」 http://www.pure.ne.jp/̃akamine/
●福祉センター「キタバ錦渓苑」 http://business4.plala.or.jp/kinkeien/

この広報誌の発行には赤い羽根共同募金助成金の一部を活用させていただいています。● ご意見・ご感想をお寄せください ●

InformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformation


